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Ⅰ. はじめに 
 

事業再生の手法のうち、法的整理手続（民事再生又は会社更生を指し、以下同様とす

る。）は、商取引債権者等を含む全ての債権者を対象とするため、商取引債権も金融債

権と同様に弁済が禁止され、債務免除や弁済猶予等の対象となるのが原則である。この

ため、債務者について法的整理手続が開始されたことを理由に、商取引債権者から債務

者の信用不安を理由として、以後の商取引の中止や縮小、取引条件の変更等が求められ、

債務者の事業価値の著しい毀損を招くことが多い。 

他方、私的整理手続は、原則として、金融債権者のみを対象とし、また、手続の開始

や遂行が公表されず、対象債権者とのみ秘密裏に協議を行いながら進められる。そのた

め、商取引債権者から取引中止や縮小、取引条件の変更等を求められるといった事態は

生じにくく、債務者の事業価値の著しい毀損は避けられる。このような利点を生かし、

近時は、法的整理手続を利用せずに、事業再生 ADR 等をはじめとする私的整理手続を

利用した再建事例が増加している。 

もっとも、たとえば、債務者が上場企業である場合、私的整理手続の利用申請や同手

続の開始を適時開示により公表するケースも多く、債務者が私的整理手続を利用してい

ることを商取引債権者が認識する場合もある。その場合、商取引債権者としては、一部

の対象債権者が反対して私的整理手続が成立せず、法的整理手続に移行することを懸念

し、商取引債権が保護される私的整理手続段階においても、取引の中止や縮小、取引条

件の変更等を要求してくるケースもある。 

森・濱田松本法律事務所 
 

弁護士 山崎 良太 
TEL. 03 5223 7790 
ryota.yamasaki@mhmjapan.com 
 

弁護士 稲生 隆浩 
TEL. 03 5220 1857 
takahiro.inou@mhmjapan.com 
 

弁護士 浅井 大輔 
TEL. 03 6266 8752 
daisuke.asai@mhmjapan.com  
 

弁護士 山口 みどり 
TEL. 03 6213 8170 
midori.yamaguchi@mhmjapan.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

企業再生・債権管理ニュースレター 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2018 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 
 

2 

このように、私的整理手続であったとしても、債務者の事業価値が毀損することもあ

る。そこで、私的整理手続から法的整理手続移行後に商取引債権が保護される可能性に

ついて、私的整理手続段階における予見可能性を確保することで、私的整理手続段階で

の事業価値の毀損をより防止できないかという点が検討課題となっていた。 

今般、このような検討課題に対応すべく、平成 30 年 2 月 9 日に「産業競争力強化法

等の一部を改正する法律案」（以下「本改正案」という）が閣議決定され、同時期に開

会中の第 196 回通常国会に提出された 1。本改正案においては、私的整理手続の 1 つで

ある事業再生 ADR において、特定認証紛争解決事業者が、ADR 手続終了までに発生す

る商取引債権に関して、（1）当該債権が少額であること及び（2）当該債権について早

期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来すことを確認した場合には、後続する

法的整理手続において、裁判所が、①保全処分の発令、②少額債権の弁済許可、③再生

計画案又は更生計画案の認可決定の段階で、それぞれ当該確認を考慮する（当該商取引

債権を保護する方向で考慮する）ことが義務付けられた。これによって、商取引債権保

護の予見可能性を高め、事業再生の円滑化が図られることが期待されている 2。 

本号では、まず、法的整理手続における商取引債権保護の状況（Ⅱ）を概観したうえ

で、本改正案の概要（Ⅲ）と実務上の留意点（Ⅳ）について解説することとする 3。 

 

Ⅱ. 法的整理手続における商取引債権保護の状況 
 

1. 「商取引債権保護」の意義 
 

前記のとおり、法的整理手続では、債権者平等の原則の下、商取引債権は他の債権

と同様に弁済が禁止され、債務免除や弁済猶予等の対象になるのが原則である。開始

前の保全措置の例外や少額債権の弁済許可制度等に基づき一部の商取引債権が支払

われる場合もあるが、これらは、本来的には商取引債権の保護を目的として行われる

わけではない。 

しかしながら、現行法の下においても、下記の方策に基づいて、商取引債権（場合

によっては商取引債権の全部又は大部分）が保護されることもある。 

 

 

 

                               
1 本改正案の概要・法律案については、以下の経済産業省ホームページに掲載されている。 
http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180209001/20180209001.html 
2 本改正案の内容は、平成 26 年 3 月に発足した有識者で構成される「事業再生に関する紛争解決手続の

更なる円滑化に関する検討会」が作成した平成 27 年 3 月の報告書（以下「平成 27 年報告書」という）

において検討されていた内容である。平成 27 年報告書の概要については本ニュースレター2015 年 9 月

号を参照されたい。 
http://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/turnaround-restructuring-nl/6.html 
3 本号で解説する内容は、最終的に成立する法律の内容及びその後に改正される政省令や告示等の内容

により変更の可能性がある点に留意いただきたい。 

http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180209001/20180209001.html
http://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/turnaround-restructuring-nl/6.html
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2. 保全処分又は保全管理命令における保護（民事再生法 30 条 1 項、 
  会社更生法 28 条 1 項・30 条 1 項） 

 

法的整理手続開始申立後・開始決定前に、保全処分により再生債権又は更生債権の

弁済禁止が命じられる場合や保全管理命令により債務の弁済が裁判所の許可事項と

される場合であっても、商取引債権を対象外として弁済を継続することを可能とした

事案がある。 

商取引債権の保護を目的として保全処分の例外を定めることができるかは、実質的

に後記 3 の少額債権弁済許可の場合と同様の視点により判断される。更生手続を所管

する東京地裁民事第 8 部では、更生手続開始決定後に会社更生法 47 条 5 項後段に基

づき少額弁済を許可する事案においては、保全段階から弁済禁止の保全処分や保全管

理命令を発令するにあたって、「債権者が開始前会社との間で従前の正常取引先とし

ての取引条件で取引を継続する場合」という条件付きで 4、一般の商取引債権を弁済

禁止の保全処分の対象外とし、あるいは保全管理人が裁判所の許可なく弁済できる旨

を決定している。 

もっとも、後記 3 で詳細に解説するが、少額債権弁済許可の要件が充足されるか否

かは、個々の案件毎の個別具体的な事情によって判断される。そのため、保全処分の

例外が定められるか否かも案件の個別事情によることになり予見可能性が低いとい

うことが問題点としてある。 

 

3. 法的整理手続開始決定後の少額債権弁済許可における保護（民事再 
生法 85 条 5 項・会社更生法 47 条 5 項） 

 

（1） 少額の債権を「早期に弁済しなければ債務者の事業の継続に著しい支障を来

すとき」（民事再生法 85 条 5 項後段・会社更生法 47 条 5 項後段） 

開始決定後は、原則として再生計画又は更生計画によらなければ再生債権又は更

生債権を弁済することができないが、「少額の再生債権（更生債権等）を早期に弁済

しなければ債務者の事業の継続に著しい支障を来すとき」には、再生計画又は更生

計画に基づかずに、裁判所の許可を得たうえで、その弁済を行うことができる（民

事再生法 85 条 5 項後段・会社更生法 47 条 5 項後段）。このような弁済が許可され

るのは、再生債権又は更生債権として弁済が禁止される商取引債権を早期に弁済す

ることによって、商取引債権者と従前どおりに取引を継続し、債務者の事業価値を

維持することができるため、こうした少額の債権に対する弁済を行わない場合に比

べて、それ以外の債権者に対する弁済率の向上に資することも期待できるからであ

る。 

更生手続においては、近時、商取引債権を保護すべき事情があり、かつ資金繰り

                               
4 開始後の会社更生法 47 条 5 項後段に基づく少額弁済許可では、同様の条件が付されることが通例であ

る（東京地裁会社更生実務研究会「最新実務会社更生」163 頁）。 
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に支障がないなどの事情がある事案においては、この少額債権弁済許可により、一

般の商取引債権の弁済を包括的に許可する事例がある。また、再生手続においても、

弁済対象とすべき債権者が多数に上る事案において、再生債権の属性ないし種類に

応じて一定の範囲の債権について包括的な弁済許可がなされることもある（エステ

サロンや飲食店等チケット（商品券）債権者が多数いるような事案で既発行のチケ

ット（商品券）の利用を認める際に活用された事例がある）5。 

少額性の要件については、債務者の規模や事業態様、負債総額、資金繰りの状況

等を総合的に考慮して、相対的に「少額」であるかが判断される。したがって、個

別事案に則した判断となり、債権額や負債総額に占める割合がどの程度であれば「少

額」であるかを一定の数値で示すことができるわけではない。 

事業継続支障性の要件は、事業価値の毀損を防止し、債権者全体にとって利益に

なるかという観点から判断される。この要件についても、債務者の資金繰りの状況、

事業内容、信用状況、当該取引の重要性や代替性の有無及び程度、取引の緊急性、

当該商取引債権の弁済の有無による事業価値や弁済率への影響等といった個々の事

案における事情を総合考慮することになる 6。 

以上のとおり、本項に基づく少額債権弁済許可は、法的整理手続開始後、個別事

情により判断されるため、現行法の下では、商取引債権が保護されるか否かについ

ての予見可能性は低いと言わざるを得ない。 

商取引債権の保護を目的として、包括的に本項に基づく少額債権弁済許可がされ

たリーディングケースとして、日本航空（平成 21 年 11 月に事業再生 ADR 利用申

請、平成 22 年 1 月に更生手続開始申立及び開始決定）がある。この事案では、会社

更生手続開始申立とともに当時の株式会社企業再生支援機構（ETIC）による支援決

定がされたが、その支援条件として商取引債権の保護があり、支援なしでは事業価

値の劣化が避けられない状態にあったという事情 7が法的整理手続においても考慮

されたと考えられる。 

また、最近では、タカタの再生手続において、「再生債務者の特定の取引先からの

納入が停止した場合、（中略）再生債務者の事業の継続に著しい支障を来す」ことを

理由に、「再生債権者の再生債権について、再生債権者 1 名につき金 38 億円を上限

として弁済すること（ただし、再生債権者等が再生債務者の提案した取引条件での

取引を継続する場合に限る）」が許可されている。 

 

（2） 少額の債権を「早期に弁済することにより再生（更生）手続を円滑に進行す

ることができるとき」（民事再生法 85 条 5 項前段・会社更生法 47 条 5 項前

段） 

                               
5 鹿子木康「民事再生の手引（第 2 版）」190 頁 
6 東京地裁会社更生実務研究会「会社更生の実務（上）新版」228 頁 
7 腰塚和男ほか「事業再生 ADR から会社更生への手続移行に際しての問題点と課題（2）―日本航空、

ウィルコム、林原の事案を参考にして」NBL954 号 55 頁 
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（1） 記載の少額弁済許可と並んで、「少額の再生債権（更生債権等）を早期に弁

済することにより再生（更生）手続を円滑に進行することができるとき」には、再

生計画又は更生計画に基づかずに、裁判所の許可を得たうえで、その弁済を行うこ

とができる（民事再生法 85 条 5 項前段・会社更生法 47 条 5 項前段）。このような

弁済が許可されるのは、少額の債権者に対する弁済を行って債権者数を減らし、債

権者に対する通知等の手続上の事務負担を軽減することによって、手続を円滑に遂

行することが出来るようになるからである。この許可は、債務者の事業規模・資金

繰り等の状況に応じて、少額債権として一定額で基準を設け、債権の属性や種類を

問わず、一律に弁済の対象とするものである。 

このため、商取引債権であっても、一定額を超えるものについては、保護されな

いことから、一般的には、商取引債権を保護するために用いられるわけではない。

ただし、事業規模等に応じて、500 万円（負債総額約 1200 億円の不動産賃貸・販売

会社）や 1000 万円（負債総額約 3 兆 4000 億の外資系証券会社）を基準として、「少

額」であるとして弁済許可が認められた例もあり 8、結果として、商取引債権保護に

資する場合もある。 

 
4. 再生計画又は更生計画における保護（民事再生法 155 条 1 項但書、 

会社更生法 168 条 1 項但書） 
 

再生計画又は更生計画による権利変更の内容は、債権者間で平等とすることが原則

であるが、商取引債権を優先的に弁済する内容の計画案が、「不利益を受ける者の同

意がある場合」や少額の再生（更生）債権等について「差を設けても衡平を害しない

場合」（民事再生法 155 条 1 項但書、会社更生法 168 条 1 項但書）に該当するとして、

計画案において商取引債権を保護することが考えられる。 

しかし、再生計画又は更生計画において、商取引債権を優先的に弁済する旨の定め

を設ける場合、「不利益を受ける者」は、主に金融債権者等が想定されるが、商取引

債権者以外の債権者全員から同意が取得できるとは限らないことから、実際に「不利

益を受ける者の同意がある場合」に該当するとして商取引債権を保護する再生計画又

は更生計画を作成した事例は存在しないと考えられる。 

次に、商取引債権を優先的に弁済することは、少額の債権等について「差を設けて

も衡平を害しない場合」に該当するとして、商取引債権を保護する再生計画又は更生

計画を作成することは考えられる。もっとも、この「衡平を害しない場合」に該当す

るか否かも、個々の事案毎の個別具体的な事情によって判断される。たとえば、民事

再生法 85 条 5 項前段に基づく少額債権弁済許可がなされた場合に、債権者平等の観

点から、再生計画における最低弁済額を少額債権弁済許可の金額と同額とする場合等

がある 9。他方で、民事再生法 85 条 5 項後段に基づいて少額債権の弁済が許可され

                               
8 前掲「民事再生の手引（第 2 版）」186 頁 
9 東京地裁破産再生実務研究会「破産・民事再生の実務（第 3 版）民事再生・個人再生編」203 頁 
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た場合は、必ずしもそのようには解されていない。このように、同条項に基づく商取

引債権の保護についても予見可能性が低いと言わざるを得ない。 

なお、先行する私的整理手続において商取引債権を優先的に取り扱うことについて、

対象債権者（金融債権者等）の同意を得ていることは、少額債権の弁済許可以上に、

再生計画に差を設けても衡平性を害しないことの大きな要素になるという指摘もな

されている 10。もっとも、それが実務の運用として定着しているというわけではない。 

 
5. 現状の制度の問題点 

 

上記のとおり、保全措置の例外や少額債権の弁済許可制度等に基づき商取引債権の

包括的弁済又はこれに準じた取扱いが許容された事例もあるが、包括的に商取引債権

が弁済されることは原則として認められておらず、個別事案に応じて認められことが

あるに過ぎない。また、商取引債権の弁済が許可されることがあったとしても、「少

額」であるか否かの判断は、個別事例により決定されることから、商取引債権の保護

に関する予見可能性が低く、商取引債権者が取引継続を委縮することにより、債務者

の事業価値が毀損されることが懸念される 11。 

本改正案は、このような懸念を払しょくするため、先行の事業再生 ADR において、

特定認証紛争解決事業者による確認がなされた場合には、後行の法的整理手続におい

て裁判所が当該確認を考慮することを義務付けることによって、法的整理手続に移行

した場合に、事業の継続に不可欠な商取引債権が保護される予見可能性を高めること

を目的としている。 
 

Ⅲ. 本改正案の概要 
 

本改正案では、いわゆるプレ DIP ファイナンス（私的整理手続中になされる新規融資）

に関する、法的整理手続に移行した際の保護規定（産業競争力強化法（現行第 58 条～

第 60 条））にならった条文構造が採用されており、先行の事業再生 ADR において特定

認証紛争解決事業者による確認がなされた場合には、後行の法的整理手続において裁判

所が当該確認の存在を考慮することを義務付けることとされている。 

 

1. 特定認証紛争解決事業者による確認手続（本改正案 59 条） 
 

事業再生 ADR により事業再生を図ろうとする事業者（債務者）は、特定認証紛争

解決事業者に対し、当該事業再生 ADR の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じ

た債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができるとされて

いる（同条 1 項）。 
                               

10 平成 27 年報告書 64 頁 
11 山本和彦「多数決による事業再生 ADR」NBL1059 号 33 頁 
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i. 当該債権が少額であること。 

ii. 当該債権を早期に弁済しなければ当該事業者の事業の継続に著しい支障を

来すこと。 

 

特定認証紛争解決事業者は、上記の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該

確認を求めた事業者に通知するものとするとされている（同条 2 項、以下「確認債権」

という）。 

同条 1 項各号の要件は、法的整理における少額債権弁済許可事由である「少額の再

生債権（更生債権等）を早期に弁済しなければ、事業の継続に著しい支障を来すとき」

（民事再生法 85 条 5 項後段、会社更生法 47 条 5 項後段）と同内容であるが、本改

正案によって、事業再生 ADR 中に前倒しで認証紛争解決事業者が確認を行う権限が

与えられたことになる。 

 
2. 法的整理手続移行後の裁判所の考慮義務（本改正案 60 条～65 条） 

 

裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について法的整理手続開始の決定

があった場合、当該確認債権が前記 59 条 1 項各号のいずれにも適合することが特定

認証紛争解決事業者によって確認されていることを考慮することを義務付けられた

上で、下記の各場面において、その是非を判断するものとされている。 

 

① 保全処分発令の段階（本改正案 60 条・63 条） 

当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかの判断（民事再生

法 30 条 1 項、会社更生法 28 条 1 項） 

② 少額債権弁済許可の段階（本改正案 61 条・64 条） 

当該確認債権の弁済が少額の再生債権又は更生債権を早期に弁済しなけ

れば再生債務者又は更生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときに該

当するかどうかの判断（民事再生法 85 条 5 項後段、会社更生法 47 条 5 項

後段） 

③ 再生計画案又は更生計画案の認可段階（本改正案 62 条・65 条） 

当該再生計画案又は更生計画案が、少額の再生債権又は更生債権につい

て差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかの判断（民事再生法

155 条 1 項但書、会社更生法 168 条 1 項但書） 

具体的には、①については、商取引債権は、一般的には、再生（更生）手続開始申

立時に発令される弁済禁止の保全処分命令において、弁済禁止の対象となるところ、

裁判所が適切と認めれば、確認債権として弁済禁止の対象外とされることになり、再

生（更生）手続開始申立から開始決定に至るまでの間、確認債権に対する弁済を継続

することが可能となる。 

②については、商取引債権は、再生（更生）手続開始後は、本来であれば再生（更
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生）債権として、再生（更生）計画に基づかない限り弁済を行うことが出来ないとこ

ろ、確認債権について、裁判所が少額債権として弁済を許可することによって、債務

免除や弁済猶予等の対象とすることなく、早期に全額の弁済を行うことが可能となる。 

③については、商取引債権は、一般に、再生（更生）債権として、一律に権利変更

を受ける（例えば弁済率を 10％とする）ところ、裁判所が衡平を害しないと判断す

れば、確認債権については全額を弁済することを内容とする再生（更生）計画が認可

される可能性がある。 

なお、裁判所に課される義務は「考慮」義務に過ぎず、裁判所には一定の裁量権が

認められている。もっとも、商取引債権保護の予見可能性を高めることが本改正案の

目的であることからすれば、裁判所の裁量権は限定的に考えるべきである。その意味

では、裁判所に課されるのは考慮義務ではあるものの、よほどの特別な事情がないか

ぎり、上記の確認がなされた場合には上記①～③の場面では商取引債権が保護される

判断がなされると解すべきであろう 12。 

 

Ⅳ. 実務上の留意点 
 

現時点においては、産業競争力強化法の法文の改正案が公表されているのみであり、

施行規則案等は公表されていない。また、特定認証紛争解決事業者が制定する手続規則

等の改定も未了であり、今回の改正法が施行された場合に、実務上、どのように運用さ

れることになるかは、施行規則や手続規則の公表を待つ必要がある。 

もっとも、従前の議論の状況及び本改正案の内容を踏まえると、以下のような実務上

の留意点が挙げられる。 

 
1. 確認の時期と事業価値の毀損防止 
 

本改正案においては、特定認証紛争解決事業者によって、（1）当該商取引債権が少

額であること及び（2）当該債権について早期に弁済しなければ事業の継続に著しい

支障を来すことがいつ確認されることになるのか、明らかになっていない。この点は、

プレ DIP ファイナンスの保護規定にならい、施行規則において規定されることが考え

られる。 

商取引債権保護の予見可能性を高めることによって事業価値の毀損を防止すると

いう本改正案の趣旨からすると、特定認証紛争解決事業者による確認及び債務者への

通知は、債務者が事業再生 ADR の利用申請をした事実を公表する等して商取引債権

者がかかる事実を認識した時か、遅くとも第 1 回債権者会議のタイミング等で行われ

                               
12 東京地裁会社更生実務研究会「会社更生の実務（新版）下」249 頁においては、プレ DIP ファイナン

スに関して法的整理手続移行後の保護の確認がされた場合には（産業競争力強化法 58 条）、金融債権者

は更生手続においてもプレDIPファイナンスが優先的に取り扱われることを了解していると見ることが

できることが多く、「衡平を害しない場合」に該当すると考えることができると指摘されている。 
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る必要があると考える。今後、施行規則又は実務の運用によって、確認の時期を可及

的速やかに行うことが出来るような工夫が求められる。 

 

2. 「少額であること」の判断の可否と事業価値の毀損防止 
 

本改正案においては、事業再生 ADR 中に、当該事業再生 ADR の終了に至るまでの

間の原因に基づいて生じた債権が少額であることの確認を行うこととされている。前

記 1 のとおり、確認が事業再生 ADR の初期段階で行われるのが望ましいとすると、

手続の初期段階において、特定認証紛争解決事業者が事業再生 ADR 終了に至るまで

の間の原因に基づき生じる債権の額を予測し、「少額であること」をどのように判断

するのか、また、確認をする際に一定額以下の債権に限って少額であると認めること

となるのかといったことが問題となる。 

将来の債権額が必ずしも予測できないことを理由に、早期の段階では「少額である

こと」が判断できないとなれば、本改正案の趣旨を全うできない。したがって、その

ような運用はすべきではない。 

他方で、確認の対象となる少額債権について上限額が設けた場合、それが商取引債

権者の知るところになれば、一部の主要な商取引債権者が上限額以上の取引を拒絶し

事業価値の毀損に繋がるといったことも懸念される。 

このように、少額であることの判断方法や上限額の設定・公表等をどのように行う

かについては、今後の実務の課題ではあるが、事業価値の毀損防止という制度趣旨を

十分に考慮した運用が求められるところである。 

 

3. 対象債権者の同意の要否 
 

本改正案では、事業再生 ADR の対象債権者の同意は特定認証紛争解決事業者によ

る確認の対象とはされていないことから、対象債権者が反対したとしても特定認証紛

争解決事業者は確認を行うことが可能である 13。 

平成 27 年報告書の改正案では「商取引債権を他の債権よりも優先的に取り扱うこ

とについて金融債権者の全員（又は多数）の同意を得ていること」についても、特定

認証紛争解決事業者が確認するものとされていたが、本改正案においては、同要件は

除外され、対象債権者の同意は必要とされていない（なお、平成 27 年報告書におい

ても、そもそも法的整理手続における少額債権弁済許可において他の債権者の同意は

必要とされていないことから、対象債権者の同意は不要ではないかという指摘もなさ

れていた）。 

もっとも、上記 1、2 のとおり、本改正案の趣旨からすると、比較的早期の段階で、

将来発生する商取引債権も含めて上記の確認がなされることが想定され、かつ、当該

                               
13 なお、プレ DIP ファイナンスの優先弁済性については、事業再生 ADR の対象債権者全員の同意を得

ていることが認証紛争解決事業者による確認の対象とされている（同法 58 条 1 項 2 号）。 
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確認がなされれば原則として法的整理手続で保護される運用となることが予想され

る。そうだとすると、当該確認により不利益を被るおそれのある対象債権者には一定

の手続保障がなされるべきであろう。 

そこで、特定認証紛争解決事業者が確認を行うにあたっては、対象債権者の意見に

十分に配慮した運用がなされるべきであろう。 

 

Ⅴ. まとめ 
 

本改正案は、事業再生 ADR 終了時までに生じた商取引債権が法的整理手続移行後も

保護されるかどうかの予見可能性を一定程度担保する点で有用な制度である。 

本改正案に基づき、特定認証紛争解決事業者が確認を行えば、商取引債権者は、債務

者の事業再生 ADR 開始後も安心して取引が継続でき、債務者は、事業価値の毀損を極

力抑えることができる点でメリットがある。また、金融債権者にとっても、債務者の事

業価値が毀損されないことによる弁済率の向上が期待できるというメリットがある。 

他方、今回の確認制度が設けられたことで、全ての手続において確認がなされること

がスタンダードとなった場合には、逆に、確認がなされなかった場合には、債務者の信

用不安に繋がる恐れがある。また、商取引債権者の中に金額が多額の債権者が存在し、

当該債権が確認の対象外となった場合には、当該商取引債権者から取引を自粛されると

いう事態を招く恐れもある。 

このように、当該確認は、諸刃の剣という側面もあることから、確認手続の運用に当

たっては、そういった側面にも配慮した工夫を心掛けていく必要があると考える。 
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